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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 25,951 △33.8 △1,456 ― △1,650 ― △1,700 ―
21年3月期第2四半期 39,197 ― △445 ― △397 ― △1,006 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 △18.19 ―
21年3月期第2四半期 △10.74 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第2四半期 41,875 7,097 17.2 77.05
21年3月期 45,565 8,427 18.7 91.12

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,204百万円 21年3月期  8,521百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 62,500 △14.6 400 ― 100 ― 100 ― 1.07
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
［（注） 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。］ 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

［（注） 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。］ 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績の予想は、本資料発表日現在における将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後種々の要因によって予想
値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さ
い。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 93,903,222株 21年3月期  93,903,222株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  393,769株 21年3月期  383,377株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 93,513,735株 21年3月期第2四半期 93,654,903株

-2-



当第２四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年9月30日）におけるわが国経済は、輸出や生産

の一部に景気持ち直しの動きが見られるものの、全体として企業収益は大幅に減少し、雇用環境の悪化や

所得水準の低下から個人消費の低迷が続くなど、依然として厳しい状態にありました。 

 このような経営環境の下、当社グループは「企業ブランドを磨き続け、他社に真似できない価値ある商

品やサービスを全力で提供し、提案していく」を基本姿勢として、各々の事業に取り組んでおります。 

 当第２四半期連結累計期間における当社グループの連結売上高は、前年同期比132億45百万円

（33.8％）減収の259億51百万円となりました。前連結会計年度より収益力の強化を目的に事業構造改革

を推進してまいりましたが、個人消費の低迷に加え、住宅市場、自動車市場が極めて低水準に推移するな

ど、当社グループの事業を取り巻く環境が大変厳しい状態にあった影響などから、想定していた売上高を

確保するには至らず、大幅な減収となりました。 

 損益については、インテリアファブリック事業及び自動車・列車・航空機内装材事業が大幅な減収によ

り採算を悪化させたことから、営業損失は14億56百万円（前年同期比10億10百万円悪化）、経常損失は16

億50百万円（同12億52百万円悪化）、四半期純損失は17億円（同6億94百万円悪化）となりました。 

【身装・美術工芸事業】 

当事業の売上高は、前年同期比4億円（19.7％）減収の16億35百万円となりました。緞帳や祭礼幕など

を取り扱う美術工芸部門が好調に推移した一方、主力としている和装帯の販売は、個人消費が低迷するな

か、効率的な営業活動に注力しましたが、総じて低調に終わりました。営業利益については、減収による

影響を事業の合理化による効果や経費削減でカバーしたことから、前年同期比では52百万円増益の79百万

円となりました。 

【インテリアファブリック事業】 

当事業の売上高は、前年同期比59億49百万円（26.9％）減収の161億35百万円となりました。新設住宅

着工戸数や建築物着工床面積などの建設関連各指標が前年実績を大きく下回るなど、市場の冷え込みが長

期化するなか、利益率の高い自社開発商品の販売や新規市場の開拓に努めてまいりましたが、百貨店・量

販店・ハウスメーカーなどのホームマーケット、官公庁・法人・商業施設などのコントラクトマーケット

への販売がともに想定以上に落ち込んだことから大幅な減収となりました。営業利益については、減収に

よる影響を事業の再編による収益力の向上や経費削減で補いきれず、前年同期比では3億73百万円減益の6

百万円となりました。 

【自動車・列車・航空機内装材事業】 

当事業の売上高は、前年同期比67億67百万円（46.5％）減収の77億83百万円となりました。国内自動車

市場は回復に向けた兆しが見え始めていますが、本格的な回復には至っておらず依然として厳しい状態に

あること、海外子会社は12月を決算月としており、当第2四半期連結会計期間は世界的な自動車需要の減

退による影響を強く受けたことなどから、国内・海外の各拠点ともに受注量が前年実績を大きく割り込み

ました。営業損益については、減収による影響から前年同期比8億79百万円悪化し、8億59百万円の損失と

なりました。 

【その他事業】 

当事業の売上高は、前年同期比1億28百万円（24.4％）減収の3億97百万円となりました。営業損益につ

いては、前年同期比4百万円悪化し、3百万円の損失となりました。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は、年度末に繁忙期を迎えたインテリアファブリック事業の季節

的要因から売上債権が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ36億89百万円減少し、418億75

百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、上記の季節的要因から仕入債務が減少したことなどにより、前

連結会計年度末に比べ23億59百万円減少し、347億78百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純損失を計上したことなどから、前連結会計年度末に

比べ13億29百万円減少し、70億97百万円となりました。 

  

第３四半期以降、自動車産業の復調やインテリアファブリック事業の新商品投入及び営業力強化の効果

から増収が見込めること、第２四半期までに実施した原価改善や経費削減効果が見込めることなどから、

現時点では平成21年５月19日発表の通期業績予想の数値を変更する必要はないものと認識しております。

なお、業績の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の

業績は今後様々な要因によって予想の数値と異なる可能性があります。 

  
  

該当事項はありません。 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化が
ないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しておりま
す。 

   ２．固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、減価償却費の年額を期間按分する方法によっておりま
す。 

３．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す
る方法によっております。 

４．工事原価総額の見積方法 

工事原価総額の見積りに当たり、当第２四半期連結会計期間末における工事原価総額が、第１四
半期連結会計期間末に見積った工事原価総額から著しく変動しているものと認められる工事契約を
除き、第１四半期連結会計期間末に見積った工事原価総額を、当第２四半期連結会計期間末におけ
る工事原価総額の見積額とする方法によっております。 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事契約に係る収益の計上基準については、従来、全て工事完成基準を適用しておりました
が、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関
する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会
計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した請負工事から、進捗部分について成果の確実
性が認められる請負工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他
の工事については工事完成基準を適用しております。 
 これにより、当第２四半期連結累計期間の売上高は16百万円増加し、営業損失、経常損失及び税金
等調整前当期純損失は6百万円いずれも減少しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,862 2,149

受取手形及び売掛金 10,656 12,267

商品及び製品 5,773 6,633

仕掛品 582 461

原材料及び貯蔵品 569 599

その他 1,507 1,908

貸倒引当金 △58 △134

流動資産合計 20,893 23,884

固定資産   

有形固定資産   

土地 9,365 9,657

その他（純額） 6,720 6,918

有形固定資産合計 16,086 16,576

無形固定資産 1,577 1,604

投資その他の資産   

投資有価証券 1,353 1,462

その他 2,010 2,073

貸倒引当金 △60 △54

投資その他の資産合計 3,303 3,481

固定資産合計 20,967 21,662

繰延資産 15 18

資産合計 41,875 45,565

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,145 14,116

短期借入金 8,252 4,984

1年内償還予定の社債 1,350 1,700

1年内返済予定の長期借入金 1,674 1,371

未払法人税等 60 82

賞与引当金 19 14

事業構造改善引当金 76 190

その他 1,774 3,835

流動負債合計 25,354 26,294
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

固定負債   

社債 1,500 1,600

長期借入金 1,412 2,518

リース債務 1,315 1,368

繰延税金負債 274 273

再評価に係る繰延税金負債 2,078 2,078

退職給付引当金 2,060 2,000

負ののれん 273 301

その他 509 702

固定負債合計 9,423 10,843

負債合計 34,778 37,137

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,277 8,277

資本剰余金 2,254 2,254

利益剰余金 △5,340 △3,559

自己株式 △47 △46

株主資本合計 5,144 6,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 167 64

繰延ヘッジ損益 △13 △6

土地再評価差額金 2,541 2,541

為替換算調整勘定 △634 △1,003

評価・換算差額等合計 2,060 1,595

少数株主持分 △106 △94

純資産合計 7,097 8,427

負債純資産合計 41,875 45,565
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 39,197 25,951

売上原価 31,212 20,798

売上総利益 7,984 5,153

販売費及び一般管理費 8,430 6,609

営業損失（△） △445 △1,456

営業外収益   

受取利息 10 3

受取配当金 14 8

負ののれん償却額 61 62

持分法による投資利益 7 －

為替差益 44 －

その他 166 109

営業外収益合計 304 183

営業外費用   

支払利息 165 192

持分法による投資損失 － 68

為替差損 － 67

その他 91 49

営業外費用合計 256 377

経常損失（△） △397 △1,650

特別利益   

固定資産売却益 6 119

事業構造改善引当金戻入額 － 29

その他 5 27

特別利益合計 11 176

特別損失   

固定資産除却損 12 7

固定資産売却損 9 －

減損損失 － 2

関係会社株式売却損 － 125

投資有価証券評価損 22 13

たな卸資産評価損 409 －

その他 53 49

特別損失合計 506 197

税金等調整前四半期純損失（△） △892 △1,671

法人税、住民税及び事業税 93 26

法人税等調整額 30 15

法人税等合計 124 41

少数株主損失（△） △10 △12

四半期純損失（△） △1,006 △1,700
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 
  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 
（注）１ 事業区分は、使用目的・生産方式及び市場の類似性により区分しております。 

   ２ 各事業の主要製品 

(1)身装・美術工芸事業・・・・・・・・帯地、打掛、緞帳、壁掛、美術工芸織物等 
 (2)インテリアファブリック事業・・・・カーテン、カーペット、椅子張、壁装材、室内装飾 
                    織物工事等 
 (3)自動車・列車・航空機内装材事業・・自動車・列車・航空機等内装材 
 (4)その他の事業・・・・・・・・・・・不動産事業等 

   ３ 「四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続・表示方法等の変更」に記載のと 
     おり、第１四半期連結会計期間から「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 
      平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針 
          第18号 平成19年12月27日)を適用しております。 
          この結果、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の身装・美術工芸 
          事業の売上高は16百万円、営業利益は6百万円いずれも増加しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

身装・美術 
工芸事業 
(百万円)

インテリアフ
ァブリック 

事業 
(百万円)

自動車・列
車・航空機内
装材事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)
連結(百万円)

   売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,036 22,084 14,550 525 39,197 ― 39,197

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

49 125 4 123 303 (303) ―

計 2,085 22,210 14,555 649 39,500 (303) 39,197

   営業利益又は 
   営業損失（△）

27 379 19 0 428 (873) △445

身装・美術 
工芸事業 
(百万円)

インテリアフ
ァブリック 

事業 
(百万円)

自動車・列
車・航空機内
装材事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計(百万円)
消去又は 
全社 

(百万円)
連結(百万円)

   売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,635 16,135 7,783 397 25,951 ― 25,951

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

57 52 3 80 194 (194) ―

計 1,693 16,187 7,787 477 26,146 (194) 25,951

   営業利益又は 
   営業損失（△）

79 6 △859 △3 △776 (680) △1,456

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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